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田辺市立三栖幼稚園 重要事項説明書 

 

〈令和４年１月３１日 現在〉 

１ 事業者 

事業者の名称 田辺市 

代表者氏名 田辺市長 真砂 充敏 

法人の所在地 田辺市新屋敷町１番地 

法人の電話番号 ０７３９－２２－５３００ 

 

２ 事業の目的 

  教育基本法及び学校教育法に従い、就学前の子どもに幼児教育を提供すること。 

 

３ 運営方針 

(1)  落ち着いた保育環境の中で、健やかで豊かな心と体が育つよう保育を行います。 

(2)  自分で考え、意欲を持って行動する子ども、みんなで力を合わせてやり抜く子ども 

を育てます。 

(3)  年齢相応にバランスある発達を促します。 

(4)  豊かな自然を生かした保育を行います。 

(5)  地域とのつながりを大切にした保育を行います。 

 

４ 幼稚園の概要 

名称 田辺市立三栖幼稚園 

所在地 田辺市中三栖１４７番地の５ 

電話番号 TEL ：0739-34-0104   FAX ：0739-34-0104 

創立年月日 昭和３７年５月 

園長氏名 松本 晃一 

利用定員 ４０人 

職員数 ３人 

園医等 

内科：うえはら小児科  上原 俊宏 

眼科：紀南病院 

歯科：堀歯科クリニック  堀 保雄 

薬剤師：切目屋調剤薬局  福田 雄次郎 

 

５ 開園日・開園時間及び休園日 

開園日 月曜日から金曜日まで 

教育時間 

午前９時００分から午後２時３０分まで（午前８時３０分から

受入れ可能） 

ただし、以下の期間については下記のとおりとする。 
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午前９時００分から午前１１時３０分まで 

①４月（令和４年度は４月２２日まで） 

②１学期終業式、２学期始業式・終業式、３学期始業式当日 

③３学期終業期間は、式当日を含め４日間 

午前９時００分から午後１時００分まで 

①１学期終業式、２学期終業式の前の２日間 

②２学期始業式、３学期始業式の後の２日間 

預かり保育 

実施する日 

月曜日から金曜日まで 

午後２時３０分から午後６時３０分まで（通常保育時） 

午後１時００分から午後６時３０分まで(短縮保育時) 

午前１１時３０分から午後６時３０分まで（半日保育時） 

午前８時３０分から午後６時３０分まで（長期休業時） 

午前７時３０分から午前８時３０分まで（早朝預かり） 

※半日保育時及び長期休業時は給食がありませんのでお弁当

を持参してください。 

実施しない日 

①土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、

お盆（８／１３～１５）、年末年始（１２／２９～１／３） 

②その他園長が指定した日 

休園日 

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日 

夏季休業日 ７月２１日から８月３１日まで 

冬季休業日 １２月２３日から翌年１月７日まで 

春季休業日 ３月２３日から４月９日まで 

 

６ 施設の概要 

敷地面積 ２，５００㎡ 

建物 木造平屋建て 延べ床面積：５２２㎡ 

施設の内容 
保育室・遊戯室：４室  面積：３５２㎡ 

幼児用トイレ：１箇所  運動場：１，２５５㎡ 

 

７ 職員体制 

職 名 員 数 備 考 

園 長 １人（常勤）  

主 任 １人（常勤）  

教 諭 １人（常勤）  

※その他：補助職員、預かり保育職員、フリー教諭、用務員（いずれも曜日、時間帯による） 
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８ 学級編成 

学 級 学級数 担当教員数 

４歳児クラス １ １人 

５歳児クラス １ １人 

 

９ 保護者の負担について 

  (1)  保育料 

    無料 

  (2)  保育料以外の費用 

    保護者にご負担いただくものとして以下のものがあります。 

   ①給食費        毎月 ：３,９５０円 

   （欠食が有る場合は、年度末に精算されます。また、世帯の市民税所得割額が 77,101 円

未満の場合や第３子以降の場合は、副食材料費が免除されます。） 

   ②ＰＴＡ会費      毎月 ：１，５００円 

   ③教材費        毎月 ：８００円 

   ④絵本代        毎月 ：４００円程度 

   ⑤日本スポーツ振興センター加入金保護者負担金 年１回：２００円 

   ⑥上記のほか、入園時に制服やカバンなど必要に応じて購入いただきます。また、遠足代

など必要な実費は随時徴収します。 

   以上の費用は、業者の値上げ等で変更になる場合があります。 

  (3)  預かり保育料     

預かり保育料 
おやつ代・教材費 

区分 保育時間 日額 

早朝 ７：３０～ ８：３０ １回５０円 － 

通常保育・ 

短縮保育・ 

半日保育 

１４：３０～１８：３０ 

１３：００～１８：３０ 

１１：３０～１８：３０ 

１回２００円 
５日以内：月額１５０円 

   （８月は３００円） 

６日以上：月額５００円 

   （８月は１，０００円） 
長期休業日・

振替休日 

８：３０～１８：３０ 
１回４００円 

上記にかかわらず、共働き世帯など保育の必要性があると認定を受けた場合は、上限付

きで預かり保育料が無料となります。（おやつ代等は対象外です。） 

 

10 給食について 

実施方法 

田辺市立城山台学校給食センターにより調理･配送されま

す。 

保護者の方へは、毎月月末に翌月の献立表をお配りします。 
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アレルギー等への対応 
アレルギーが有る場合、保護者の申出書を幼稚園に提出して

ください。欠食される場合は、お弁当をご持参ください。 

 

11 年間行事予定 

月 行事内容 

４月 入園式  親子遠足  保護者会  家庭訪問 

５月 こどもの日の集い 各種健康検査 芋苗植え 保育参観 

６月 園外保育  未就園児との交流会 

７月・８月 プール遊び  七夕  個人面談  夏祭り  夏季保育 

９月 月見だんご作り 

１０月 幼稚園運動会  秋の遠足  芋ほり 

１１月 防火パレード  園外保育  保育参観 

１２月 生活発表会  もちつき会  クリスマス会 

１月 消防出初式に参加  お正月あそび 

２月 節分  なわとび大会  お別れ遠足  保育参観 

３月 ひな祭り  一日体験入園  お別れ会  修了式 

 

12 当園の利用に際し留意していただきたいこと 

  (1) 登園時間について 

    午前８時３０分から午前９時までの間に登園してください。午前８時３０分より早く

登園する場合は、預かり保育扱いとなります。 

(2)  欠席する場合又は登園の時間が遅れる場合 

    当日に欠席の連絡をする場合又は登園が遅れる場合は、その日の登園予定時刻までに

ご連絡願います。 

(3)  お迎えが遅れる場合 

    お迎えが遅れる場合は、必ずご連絡願います。 

(4)  毎朝の体温等の確認 

    登園前に必ず体温や健康状態等の確認を行ってください。なお、熱がある場合や体調不

良の時は、登園を控えてください。 

(5)  感染症について 

    麻疹（はしか）・百日咳・水疱瘡・耳下腺炎等の感染症にかかった場合は、登園停止期

間を経過し、医師の許可をもらってから登園してください。 

(6)  与薬について 

    医療行為に当たるため、原則として行いません。 

 

13 健康診断等について 

  (1)  健康診断・歯科検診 

    年１回、嘱託医が検診をします。検診の結果については、出席ノートに記載してお知ら

せします。緊急を要する場合は、個別にお知らせします。 
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(2)  身体測定 

毎月、身長・体重の測定を行います。結果については、出席ノートに記載してお知らせ

します。 

 

14 緊急時の対応 

  当園には、緊急時対応のため「一斉メール配信システム」がありますので、必ず登録をお願

いします。 

また、園児に容体の変化等があった場合は、保護者に連絡いたします。保護者と連絡が取れ

ない場合には、幼児の身体の安全を最優先させ、当園が指定する機関で、しかるべき対処を行

いますので、あらかじめご了承願います。 

 

15 非常災害時の対応 

非常時の対応 別に定める、消防計画書により対応いたします。 

防災設備 
・自動火災報知器  ・煙感知器  ・誘導灯 

・緊急地震速報受信装置 

避難・消火訓練 
地震、火災、不審者を想定した避難訓練を月１回実施してい

ます。 

 

16 保育内容に関する相談・苦情 

当園ご利用相談窓口 

当園職員までお申し出ください。 

・電話番号 ０７３９－３４－０１０４ 

・ＦＡＸ  ０７３９－３４－０１０４（兼用） 

 

17 利用者に対しての保険会社・保険の種類・保険金額 

  独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入します。 

  詳しくは、別途配布する「災害共済給付制度」のお知らせをご確認ください。 

 

 

 

 当園における教育の提供を開始するに当たり、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

 

  令和  年  月  日 

 

     田辺市立三栖幼稚園  園長  



 

 

田辺市立三栖幼稚園 重要事項説明書に関する同意書 

 

 

 

 田辺市立三栖幼稚園 園長  宛て 

 

 

 

私は、田辺市立三栖幼稚園の利用に当たり、重要事項の説明を受け同意いたしました。 

 

 

令和  年  月  日 

 

         保護者名     住 所                     

                  氏 名                  ㊞  

                  児童名                     

                  児童との関係                  

 



 

 

個人情報使用同意書 

 

 

 

 特定教育・保育の提供に際し、利用児童及びその保護者等に係る個人情報について、 

 

以下の目的のために、必要最小限の範囲内において使用することに同意します。 

 

 

・小学校への円滑な移行・接続が図れるよう、卒園に当たり入学する予定の小学校との間 

 

で情報を共有すること。 

 

・他の幼稚園等へ転園する場合において、他の施設との間で必要な連絡調整を行うこと。 

 

・緊急時において、病院その他の関係機関に対し必要な情報提供を行うこと。 

 

 

 

 田辺市立三栖幼稚園  園長  宛て 

 

 

   令和  年  月  日 

 

 

 

                  保護者住所：                

 

                  保護者氏名：              ㊞ 

 

                  児童氏名 ：                

 

                  児童から見た続柄 ：            

 

 

 

 


